
 

 
 
 

   
   
 

人生の門出を 
木のおもちゃとともに！ 
～ウッドスタートで生涯木育を推進～ 

 

シンポジウム「子どもと森のルネサンス－育てよう地域の宝物－」  
（2016年10月1日） 

東京おもちゃ美術館副館長／認定NPO法人日本グッド・トイ委員会事務局長 
馬場 清 



 

木育とは？ 



木育とは？ 

北海道「木育推進プロジェクトチーム」（2004年） 
 

 木育とは、子どもをはじめとするすべての人が 

『木とふれあい、木に学び、木と生きる』取り組みで 

す。それは子どものころから木を身近に使っていく 

ことを通じて、人と、木や森との関わりを主体的に 

考えられる豊かな心を育むことです。 

 
  



木育とは？ 
森林・林業基本計画（閣議決定）（2006年） 
  

 市民や児童の木材に対する親しみや木の文 

化への理解を深めるため、多様な関係者が連 

携・協力しながら、材料としての木材の良さや 

その利用の意義を学ぶ、『木育』ともいうべき 

木材利用に関する教育活動を推進する。 



木育とは？ 
ぎふ木育30年ビジョン（2013年） 
 
豊かな自然を背景とした「森や木からの学び」であ
り、森や木とふれあい、学び、ともに生きること。 

「ぎふ木育」を通じて、子どもをはじめとするすべ
ての人びとが森林（自然）に誇りと愛着をもち、森
林に対して責任ある行動をとることができる人材
となる。 



東京おもちゃ美術館の木育 

木で育てる 

木で育む 

木というツール（木のおもちゃ、木質化
空間、自然体験・・）を使って何かを育
む取組のこと。 



木育かきくけこ 

か＝環境を守る態度を育む。 

き＝木の文化、つまり木工技術や木の知識 
    を身につけ、後世に伝える。 

く＝くらしに木を取り入れる気持ちを育む。 

け＝経済（林業・林産業）を活性化させる。 

こ＝子育てに活かし、豊かな心を育む。 
 



 

浅田茂裕「木育の役割と可能性」『森林レクリエーション』NO.348 



ウッドスタートとは？ 

 木、特に地域材を存分に活用した子育て／子育ち
環境を整備し、すべての子どもたちが人生最初のス
テージを、木のぬくもりを感じながら、楽しく豊かに送
ることができるようにしていく取り組みのこと。 



ウッドスタート宣言をしている市町村 

飯舘村 美濃市 
2011年4月 

2013年11月 

2013年7月 

2013年11月 

2012年10月 2013年7月 

2013年9月 

小国町 
2013年11月 

≪2013年度≫ 
宮崎県綾町（11/21） 
東京都檜原村（12/18） 
宮崎県日南市（1/26） 

≪2014年度≫ 
埼玉県秩父市（3/26） 

≪2015年度≫ 
群馬県上野村（4/22） 
埼玉県ときがわ町（2/1） 
神奈川県小田原市（2/9） 
福島県国見町（3/5） 
広島県府中市（3/21） 
富山県氷見市（3/23） 
長野県信濃町（3/29） 
    《2016年度》 
長野県大桑村（5/12） 
島根県邑南町（7/30） 
群馬県みなかみ町（7/31） 
奈良県吉野町（8/6） 
長野県木曽町（8/12） 
高知県越知町（9/16） 

ガイドｐ5～6 

http://www.city.shinjuku.lg.jp/index.html
http://www.vill.kunigami.okinawa.jp/index.html


ウッドスタート宣言をするために・・・ 

誕生祝い品 
（必須） 

木育インス
トラクター 

子育てサロ
ンの木育化 

木育 
キャラバン 

木育円卓 
会議 

おもちゃ 
美術館 

ガイドp3 
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おもちゃ 
美術館 
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① 
誕生祝い品事業 

 「ファーストトイは地産地消の木のおもちゃから」
を合い言葉に、その地域で生まれた赤ちゃんに木
のおもちゃをプレゼントする取り組みのこと。 



自治体で配っている誕生祝い品（例） 



誕生祝品贈呈式 
（岐阜県美濃市） 

今回頂いた「ひのき」の積木はとても良い香りがしまし
た。 美濃の森はただ、「森」と思っていましたが、この
ような素晴らしい おもちゃを手に取り、前より身近に感
じることができました。  

地元のものを身近に感じられていいと思います。プレゼン
トと聞いて、簡素なものかと思っていたので、素晴らしい
ものを頂きとてもびっくりしました。 たくさんの人に届
きますように。 

とてもいい事業だと思います。 小さいときからの環境は大切だと
思うので、できるだけ木のおもちゃを与えるようにしてたのです
が、市販で販売しているのは、ドイツなどのものが多くて‥。美
濃の木と言うだけで親しみがわきます。 友達に見せたら欲しい
わぁっていっていたので、販売もしたらいいと思いました。 

美濃市ウッドスタート玩具 
市長から寄贈 



誕生祝品贈呈式（長野県塩尻市） 



誕生祝品贈呈式（長野県塩尻市） 



             誕生祝品贈呈式 
             （北海道雨竜町） 

これまで、地域の人に迷惑をかけて、謝る
ことばかりでしたが、今日初めて、地域の
方から我が子に感謝のことばをかけていた
だいて、本当に嬉しく思いました。 



誕生祝い品贈呈式（群馬県みなかみ町） 



ウッドスタート宣言をするために・・・ 

誕生祝い品 
（必須） 

木育インス
トラクター 

子育てサロ
ンの木育化 

木育 
キャラバン 

木育円卓 
会議 

おもちゃ 
美術館 
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② 
子育てサロンの内装木質化・木育化 

 地域材を活用した子ども向けの木質化空間を設置
する取組。ただし空間に木を使うだけでなく、そこで
活動する木育を理解する人材養成も不可欠。 
空間の木質化＋木育人材養成＝木育化 



子育てサロンの木質化・木育化 
（赤ちゃん木育ひろば） 



子育てサロンの木質化・木育化 
（やんばる森のおもちゃ美術館） 





子育てサロンの木質化・木育化 
（長野県信濃町子育て支援センターなかよし） 

長野県信濃町の子育て支援センター。ウッドスタート宣言
に合わせて、地域材を活用したセンターにリニューアル。
地元職人も大活躍。 



子育てサロンの木質化・木育化 
 アウディ  ららぽーと海老名 



子育てサロンの木質化・木育化 
 無印良品  ドコモショップ 



子育てサロンの木質化・木育化 
（岐阜県立ぎふ森の恵みのおもちゃ美術館） 

 



「赤ちゃん木育ひろば」でどんな効果が・・・ 
受賞アワード 

ロハスデザイン大賞 

グッドデザイン賞 

キッズデザイン賞 



東京おもちゃ美術館入館者数の推移 
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東京おもちゃ美術館入館者数の推移 
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   やんばる森のおもちゃ美術館 
        （沖縄県国頭村） 



ウッドスタート宣言をするために・・・ 

誕生祝い品 木育インス
トラクター 

子育てサロ
ンの木育化 

木育 
キャラバン 

木育円卓 
会議 

おもちゃ 
美術館 

ガイドp3 



③ 
移動おもちゃ美術館（木育キャラバン）） 

 木のおもちゃをめいっぱい楽しむことができる移
動型のおもちゃ美術館。サーカス一座のように、
日本全国を回って、展開している。 





2016年度キャラバン開催予定 
名称 期日 開催場所 
横浜グッド・トイキャラバン 5月3日～5月5日 横浜そごう 
守谷木育キャラバン 5月7日～8日 イオンタウン守谷 
ロハス森のおもちゃ美術館 5月20日～22日 新宿御苑 
三宅木育キャラバン 5月28日～29日 奈良県三宅町 
塙木育キャラバン 6月18日～19日 福島県塙町 
福井木育キャラバン 6月25日～26日 福井市産業会館 
豊田木育キャラバン 7月2日～3日 豊田市エコット 
篠山木育キャラバン 7月8日～9日 兵庫県篠山市 
国見木育キャラバン 7月16日～17日 福島県国見町 
鳥取木育キャラバン 7月16日～17日 鳥取県鳥取市 
みなかみ木育キャラバン 7月30日～31日 群馬県みなかみ町 
吉野木育キャラバン 8月6日～7日 奈良県吉野町 
山の日木育キャラバン 8月11日 長野県松本市 
檜原木育キャラバン 8月20日～21日 東京都檜原村 



2016年度キャラバン開催予定 
名称 期日 開催場所 
船橋木育キャラバン 8月28日 千葉県船橋市 
千葉木育キャラバン 9月3日～4日 千葉県千葉市 
越知木育キャラバン 9月16日～17日 高知県越知町 
松江木育キャラバン 9月24日～25日 島根県松江市 
豊田木育キャラバン 10月8日～9日 愛知県豊田市 
大野木育キャラバン 10月15日～16日 岐阜県大野町 
氷見木育キャラバン 10月21日～23日 富山県氷見市 
由利本荘木育キャラバン 10月22日～23日 秋田県由利本荘市 
うきは木育キャラバン 10月29日～30日 福岡県うきは市 
藤里木育キャラバン 11月12日～13日 秋田県藤里町 
福井木育キャラバン 11月23日 福井県福井市 
長門木育キャラバン 11月23日～24日 山口県長門市 
京都木育キャラバン 1月14日～15日 京都府木津川市 



やめｋ 

三重 
キャラバン 



八女キャラバン 



西粟倉木育キャラバン、その後・・・ 

２０１３年 木育キャラバン実施 
※合わせて、木育円卓会議＆誕生祝い品
寄贈式も開催 

村の人口を超える参加者が！ 

西粟倉オリジナルおもちゃセットの開発 

２０１５年 西日本各地に出動 
 



西粟倉木育キャラバンが大活躍 



木育（ウッドスタート）を進めると・・・ 

子育て支援 

地方創生 

地域の子どもたちに森のめぐみを届け、森のこと、
環境のことを学ぶ機会とするだけでなく、木の持っ
ているチカラで豊かな子育てを実現する。 

有用な地域資源のひとつである木材を活かす
ことで、衰退しつつある林業、林産業の振興だ
けでなく、市民参加のまちづくりや観光資源に
もなる。 

環境保全 
木を使うことによって、森が元気になるという好循
環を形成できる。その結果、森の多面的機能の保
全につながり、地球環境の改善にもなる。 



 

林業地域にとって意義があるの
はわかるが、非林業地域にとっ
てはどんな意義があるのか？ 



◎豊島区はなぜウッドスタート宣言に
向けて検討を進めているのか？ 
・人口：約30万人 人口密度日本一の自治体 
・副都心池袋を中心とした商業地域 
・池袋駅は乗降客数日本第2位 
・ソメイヨシノ発祥の地 
・国際アートカルチャー都市構想 
・2014年、23区唯一の消滅可能性都市に 
・若い女性が住みやすいまちづくり 



豊島区の子育て支援策 
・豊島区版ネウボラ「ゆりかご・としま事業」 
⇒妊娠から子育てまで、切れ目のない支援を！ 
・子育てインフォメーション設置 
⇒ワンストップで子育て相談を受けられる！ 
・旧庁舎周辺の再開発事業 
⇒子育て広場をつくる！ 



豊島区の木育 
①「ゆりかご・としま事業」の誕生祝い品として、
東京おもちゃ美術館監修のオリジナル木製玩具
を採用。材は秩父市産。 
 



豊島区の木育 
②木育キャラバンを新庁舎で開催。秩父ブースも
出店。 
 



豊島区の木育 
③子育てインフォメーションに「マグネット版もりの
どうぶつみき」設置。 
 



豊島区の木育 
④スーパーの「サミット」が行う社会貢献活動によ
り、木育おもちゃセットを配布。 
 



豊島区の木育 
⑤パパママ☆すぽっとの全面監修。材はもちろん                     
秩父産材。 





 



秩父市美の山公園で伐採されたソメイヨシノと
ヤマザクラ。これを利用できないか検討中。 



豊島公会堂前のソメイヨシノ 



なぜ秩父市なのか？ 
 姉妹都市である。 
 防災協定も締結している。 
 「日本版CCRC構想」（継続的なケア付き退職

者向けコミュニティ）が進んでいる。 
 ウッドスタート宣言をしている。 
 

秩父の木を使うことで秩父の森を守る。 
＝豊島区民の水源（くらし）を守る。 



 木育で地域を変える！ 
木育で社会を変える！ 

 
皆さんの自治体でも 

ウッドスタート宣言しませんか 
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